
市町村名 地区名等 月日 時間 区分

宇佐市 院内町新洞 1 市道拝田新洞線 6月22日 8時30分 覚知
駅館川増水により、拝田新洞橋（沈下橋）全面通行
止。
迂回路あり。

杵築市 山香町吉野渡 2 市道定野尾山中線 6月22日 8時20分 覚知
法面崩壊（長さ15m×高さ15m）により、全面通行止。
迂回路あり。

宇佐市 中原 3 市道中原・上拝田線 6月22日 9時10分 覚知
駅館川増水により、中原橋（沈下橋）全面通行止。
迂回路あり。

日田市 中津江村合瀬 4 県道日田鹿本線 6月22日 9時30分 覚知
土砂崩れ（高8m×幅8m）により、全面通行止。
迂回路あり。

6月22日17時00分
全面通行止解除

日出町 藤原 5 市道下野笹原線 6月22日 7時50分 覚知
道路陥没（1㎡ほど）。
規制なし。

日出町 藤原 6 町道安養寺井手線 6月22日 11時25分 覚知 法面崩壊により、片側通行止。

日出町 大神 7 町道南北線 6月22日 11時25分 覚知 法面崩土により、片側通行止。

日出町 大神 8 町道照川田迎線 6月22日 11時25分 覚知 法面崩土により、片側通行止。

竹田市 久住町栢木 9 県道阿蘇くじゅう公園線 6月22日 11時40分 覚知 崩土（高さ10m×幅5m）により、片側通行止。
6月22日16時30分
片側通行止解除

由布市 湯布院町川北 10 市道川西田中市線 6月22日 10時30分 覚知
宮川橋付近道路冠水により、全面通行止。
迂回路あり。

由布市 湯布院町川北 11 市道山崎荒木線 6月22日 10時30分 覚知
宮川橋付近道路冠水により、全面通行止。
迂回路あり。

6月22日16時40分
全面通行止解除

竹田市 高伏 12 県道竹田直入線 6月22日 12時20分 覚知
冠水により、全面通行止。
迂回路あり。

6月22日13時50分
全面通行止解除

豊後高田市 中真玉 13 市道浜泊線 6月22日 10時50分 覚知 土砂崩れ（幅10m×高さ10m）により、全面通行止。
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竹田市 久住町有氏 14 県道阿蘇くじゅう公園線 6月22日 12時00分 覚知
冠水により、全面通行止。
迂回路あり。

6月22日13時50分
全面通行止解除

大分市 河原内 15 県道弓立上戸次線 6月22日 13時00分 覚知
倒木により、全面通行止。
迂回路あり。

6月22日14時45分
全面通行止解除

九重町 菅原 16 国道387号 6月22日 10時20分 覚知 倒木及び法面洗掘により、片側通行止。

豊後高田市 臼野 17 市道木ノ下線 6月22日 12時30分 覚知
法面崩落（幅3m×高さ2m）により、全面通行止。
迂回路あり。

6月22日17時30分
全面通行止解除

由布市 庄内町渕 18 市道庄内駅中渕線 6月22日 10時35分 覚知
法面崩壊（4m×4m）により、全面通行止。
迂回路あり。

6月23日11時25分
全面通行止解除

九重町 後野上 19 県道飯田高原中村線 6月22日 11時52分 覚知
崩土により、全面通行止。
迂回路あり。

大分市 今市 20 国道442号 6月22日 12時58分 覚知
崩土（Ｌ＝4m）により、全面通行止。
迂回路あり。

6月22日15時10分
全面通行止解除

大分市 大久保 21 市道東八幡高崎団地線 6月22日 11時20分 覚知
土砂崩れにより、全面通行止。
迂回路あり。

6月22日16時40分
全面通行止解除

大分市 上八幡 22 市道金谷迫・机張原線 6月22日 12時10分 覚知 道路冠水（幅7m×長さ30m）により、片側通行止。

豊後大野市 大野町中土師 23 県道中土師犬飼線 6月22日 13時00分 覚知
崩土（L＝50m）により、全面通行止。
迂回路なし。

別府市 内成 24 市道平床鎰掛線 6月22日 13時40分 覚知
土砂崩れにより、全面通行止。
迂回路なし。

別府市 古賀原 25 市道河内田代別府線 6月22日 13時30分 覚知
土砂崩れにより、全面通行止。
迂回路あり。

豊後大野市 朝地町栗林 26 市道栗栖中熊線 6月22日 13時30分 覚知
法面崩壊（高さ7m×幅10m）により、全面通行止。
迂回路あり。

九重町 後野上 27 町道入小野線 6月22日 13時20分 覚知
路肩崩壊により、全面通行止。
迂回路なし。人の通行可。
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九重町 町田 28 町道四季彩ロード 6月22日 10時15分 覚知 土砂崩れにより、片側通行止。
6月22日17時00分
片側通行止解除

九重町 田野 29 町道筌ノ口須久保線 6月22日 10時50分 覚知 土砂崩れにより、全面通行止。
6月22日17時00分
全面通行止解除

臼杵市 野津町原荒瀬 30 市道宮田線 6月22日 15時50分 覚知
倒木及び法面崩落の恐れがあるため、全面通行止。
※倒木は、撤去済
迂回路あり。

臼杵市 臼杵 31 県道臼杵停車場線 6月22日 12時30分 覚知 土砂崩れ（高さ7m×幅3m）により、片側通行止。
6月22日13時30分
片側通行止解除

竹田市 植木 32 林道三宅山線 6月22日 14時00分 覚知
法面崩壊により、全面通行止。
迂回路あり。

竹田市 植木 33 林道三宅山線 6月22日 14時00分 覚知
法面崩壊により、全面通行止。
迂回路あり。

日田市 上津江町川原 34 市道小平小竹線 6月22日 7時00分 覚知
倒木で電柱が倒れているため、全面通行止。
迂回路あり。

日田市 中津江村栃野 35 市道原線 6月22日 10時00分 覚知 土砂崩れ（7m×7m）により、全面通行止。
6月22日13時00分
全面通行止解除

日田市 中津江村栃野 36 市道平野鶴田線 6月22日 10時00分 覚知 倒木のため、全面通行止。
6月22日12時30分
全面通行止解除

大分市 寒田 37 市道寒田・住床線 6月22日 13時00分 覚知
土砂崩れ（3m×3m）により、市道半分を塞ぐ。
規制なし。

6月22日22時00分
撤去完了

大分市 安藤 38 県道大分大野線 6月22日 18時00分 覚知
石積崩落（L＝7m）により、全面通行止。
迂回路あり。

別府市 田の口 39 市道田の口～隠山線 6月22日 19時30分 覚知
土砂崩落（高さ5m×幅5m）により、全面通行止。
迂回路あり。

日田市 前津江町赤石 40 県道西大山大野日田線 6月23日 2時50分 覚知
土砂崩れ(高さ4m×幅3m）により、全面通行止。
迂回路あり。

6月23日7時25分
全面通行止解除

津久見市 網代 41 県道四浦日代線 6月23日 7時30分 覚知 落石（直径2m）により、片側通行止。
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豊後高田市 田染蕗 42 市道蕗線 6月23日 6時51分 覚知
路肩崩落（幅20m×高さ3m）。
通行可能。

豊後高田市 田染相原 43 市道相原本谷線 6月23日 6時51分 覚知 法面崩壊（幅5m×高さ3m）により、片側通行止。

宇佐市 山口 44 市道乙村線 6月23日 8時37分 覚知
土砂災害により、全面通行止（歩行通行可）。
迂回路なし。

竹田市 久住町白丹 45 市道梅ノ木後山線 6月23日 6時00分 覚知
道路と橋の境の陥没により、全面通行止。
迂回路あり。

豊後大野市 緒方町栗生 46 市道土入線 6月22日 7時50分 覚知 法面崩落により、全面通行止。
6月22日9時00分
全面通行止解除

宇佐市 山本 47 市道山本・鷹栖線 6月23日 12時00分 覚知 路肩崩壊により、片側通行止。

杵築市 岩谷 48 県道成仏杵築線 6月22日 11時50分 覚知
路肩崩壊（L＝20m）により、全面通行止。
迂回路あり。

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。


